
 

 静岡市立両河内小中学校のバドミントン部では、７月に９年生が引退しますが、９年生７人、

８年生１０人、７年生９人の計２６人が活動しています。私たちの学校は今年の４月に統合し

ました。昨年の７月をもって今まであった女子ソフトテニス部、女子バレーボール部、野球部、

陸上競技部が廃部になり、バドミントン部１つになりました。昨年の秋から本格的に活動を開

始しましたが、最初は「どんな練習をすればいいのか」と戸惑うことがありましたが、コーチ

や顧問の先生方の協力で、今では大会で部員の何人かが勝利を収められるようになりました。

普段

いので、３コートを使って、３グループに分かれて練習することが多いです。まだ部活動とし

て開

ン部の土台となる部分を作っていけるところが両河内小中学校の強みです。バドミントン部と

しての活動を通して、１人１人がバドミントンの実力と共に人として成長していきたいと思い

ます。また、支えてくださる周りの

人達への感謝を忘れずに

自慢になれるようなバドミント

を目指します。

  

「静岡県社会人クラブ

 

 令和４年から県の社会人クラブバドミントン

連盟を正式に設立することになりました。

 今までは全国大会への参加希望者を募り、県と

してまとめて申込をするという活動のみ行って

きました。全国大会は団体戦が２月、個人戦が５

月～７月に開催されます。

２０２４年２月に静岡このはなアリーナにて

全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会

（団体戦）が開催されることになりました。

富士クラブは静岡県富士市を練習拠点としているレディースのクラブチームです。

静岡県のレディースバドミントンの創成期に

普及活動と共に静岡県レディースをけん引し

てきているメンバーも多く在籍し楽しく練習

しています。もちろん現在も現役で全国各地

の大会にも参加楽しみながら各県との交流も

深めています。

２０代

３世代に渡るメンバーで、楽しくより一層の能力向上を

目指した富士クラブに皆さん是非遊びに来てください！

クラブ紹介

（２） 

クラブ紹介

静岡市立両河内小中学校のバドミントン部では、７月に９年生が引退しますが、９年生７人、

８年生１０人、７年生９人の計２６人が活動しています。私たちの学校は今年の４月に統合し

ました。昨年の７月をもって今まであった女子ソフトテニス部、女子バレーボール部、野球部、

陸上競技部が廃部になり、バドミントン部１つになりました。昨年の秋から本格的に活動を開

始しましたが、最初は「どんな練習をすればいいのか」と戸惑うことがありましたが、コーチ

や顧問の先生方の協力で、今では大会で部員の何人かが勝利を収められるようになりました。

普段は基礎打ち、フットワーク練習、サーブ練習、ゲーム形式を主に行っています。人数が多

いので、３コートを使って、３グループに分かれて練習することが多いです。まだ部活動とし

て開始してからの日が浅く、改善点もたくさんありますが、全員で協力・

ン部の土台となる部分を作っていけるところが両河内小中学校の強みです。バドミントン部と

しての活動を通して、１人１人がバドミントンの実力と共に人として成長していきたいと思い

ます。また、支えてくださる周りの

人達への感謝を忘れずに

自慢になれるようなバドミント

を目指します。

  応援よろしくお願いします。

「静岡県社会人クラブ

バドミントン連盟」

       

令和４年から県の社会人クラブバドミントン

連盟を正式に設立することになりました。

今までは全国大会への参加希望者を募り、県と

してまとめて申込をするという活動のみ行って

きました。全国大会は団体戦が２月、個人戦が５

月～７月に開催されます。

２０２４年２月に静岡このはなアリーナにて

全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会

（団体戦）が開催されることになりました。

富士クラブは静岡県富士市を練習拠点としているレディースのクラブチームです。

静岡県のレディースバドミントンの創成期に

普及活動と共に静岡県レディースをけん引し

てきているメンバーも多く在籍し楽しく練習

しています。もちろん現在も現役で全国各地

の大会にも参加楽しみながら各県との交流も

深めています。

２０代~８０歳目前まで、幅広い年齢層・

世代に渡るメンバーで、楽しくより一層の能力向上を

目指した富士クラブに皆さん是非遊びに来てください！
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は基礎打ち、フットワーク練習、サーブ練習、ゲーム形式を主に行っています。人数が多
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始してからの日が浅く、改善点もたくさんありますが、全員で協力・

ン部の土台となる部分を作っていけるところが両河内小中学校の強みです。バドミントン部と
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しています。もちろん現在も現役で全国各地
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世代に渡るメンバーで、楽しくより一層の能力向上を
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静岡市立両河内小中学校のバドミントン部では、７月に９年生が引退しますが、９年生７人、

８年生１０人、７年生９人の計２６人が活動しています。私たちの学校は今年の４月に統合し

ました。昨年の７月をもって今まであった女子ソフトテニス部、女子バレーボール部、野球部、

陸上競技部が廃部になり、バドミントン部１つになりました。昨年の秋から本格的に活動を開

始しましたが、最初は「どんな練習をすればいいのか」と戸惑うことがありましたが、コーチ
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始してからの日が浅く、改善点もたくさんありますが、全員で協力・

ン部の土台となる部分を作っていけるところが両河内小中学校の強みです。バドミントン部と
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ます。また、支えてくださる周りの 
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理事長 佐野明彦

令和４年から県の社会人クラブバドミントン

連盟を正式に設立することになりました。 

今までは全国大会への参加希望者を募り、県と

してまとめて申込をするという活動のみ行って

きました。全国大会は団体戦が２月、個人戦が５

２０２４年２月に静岡このはなアリーナにて

全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会

（団体戦）が開催されることになりました。 

富士クラブは静岡県富士市を練習拠点としているレディースのクラブチームです。

静岡県のレディースバドミントンの創成期に

普及活動と共に静岡県レディースをけん引し

てきているメンバーも多く在籍し楽しく練習

しています。もちろん現在も現役で全国各地

の大会にも参加楽しみながら各県との交流も
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 バドミントン部

静岡市立両河内小中学校のバドミントン部では、７月に９年生が引退しますが、９年生７人、

８年生１０人、７年生９人の計２６人が活動しています。私たちの学校は今年の４月に統合し

ました。昨年の７月をもって今まであった女子ソフトテニス部、女子バレーボール部、野球部、

陸上競技部が廃部になり、バドミントン部１つになりました。昨年の秋から本格的に活動を開

始しましたが、最初は「どんな練習をすればいいのか」と戸惑うことがありましたが、コーチ

や顧問の先生方の協力で、今では大会で部員の何人かが勝利を収められるようになりました。

は基礎打ち、フットワーク練習、サーブ練習、ゲーム形式を主に行っています。人数が多

いので、３コートを使って、３グループに分かれて練習することが多いです。まだ部活動とし

始してからの日が浅く、改善点もたくさんありますが、全員で協力・

ン部の土台となる部分を作っていけるところが両河内小中学校の強みです。バドミントン部と

しての活動を通して、１人１人がバドミントンの実力と共に人として成長していきたいと思い
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令和４年から県の社会人クラブバドミントン

今までは全国大会への参加希望者を募り、県と

してまとめて申込をするという活動のみ行って

きました。全国大会は団体戦が２月、個人戦が５

２０２４年２月に静岡このはなアリーナにて 

全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会 

一般の部、年齢別の部、男女ダブルス、混合ダブ

ルス等の種目があり幅広い年齢層での参加が出

来ます。この大会の周知を目的として本年１１月

２３日にこのはなアリーナでテスト大会を実施

します。まずはクラブチームでの大会を皆さんに

知っていただくこと、参加しやすいようにスタッ

フ一同で考えました。クラブ対抗戦がこれから定

期的に実施されていくことを願っております。そ

して、その中の代表チームが全国大会に出場して

いくように考えています。

 コロナ禍での大会開催は大きな責任を伴いま

すが参加者のご協力をいただき安心して大会が

開催出来ますように努力していく所存でありま

す。静岡県のクラブチームは数多くあり、地域で

の試合も活発に行われています。このバドミント

ン熱を県全体として盛り上げていくのがこの連

盟の趣旨であります。皆さまのご意見を伺いなが

ら運営をしていきたいと考えておりますのでご

支援、ご協力をお願いいたします。

富士クラブは静岡県富士市を練習拠点としているレディースのクラブチームです。
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目指した富士クラブに皆さん是非遊びに来てください！
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陸上競技部が廃部になり、バドミントン部１つになりました。昨年の秋から本格的に活動を開
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   部長 竹澤
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ました。昨年の７月をもって今まであった女子ソフトテニス部、女子バレーボール部、野球部、

陸上競技部が廃部になり、バドミントン部１つになりました。昨年の秋から本格的に活動を開

始しましたが、最初は「どんな練習をすればいいのか」と戸惑うことがありましたが、コーチ

や顧問の先生方の協力で、今では大会で部員の何人かが勝利を収められるようになりました。

は基礎打ち、フットワーク練習、サーブ練習、ゲーム形式を主に行っています。人数が多

いので、３コートを使って、３グループに分かれて練習することが多いです。まだ部活動とし

始してからの日が浅く、改善点もたくさんありますが、全員で協力・協力してバドミント

ン部の土台となる部分を作っていけるところが両河内小中学校の強みです。バドミントン部と

しての活動を通して、１人１人がバドミントンの実力と共に人として成長していきたいと思い

一般の部、年齢別の部、男女ダブルス、混合ダブ

ルス等の種目があり幅広い年齢層での参加が出

来ます。この大会の周知を目的として本年１１月

２３日にこのはなアリーナでテスト大会を実施

します。まずはクラブチームでの大会を皆さんに

知っていただくこと、参加しやすいようにスタッ

フ一同で考えました。クラブ対抗戦がこれから定

期的に実施されていくことを願っております。そ

して、その中の代表チームが全国大会に出場して

いくように考えています。 

コロナ禍での大会開催は大きな責任を伴いま

が参加者のご協力をいただき安心して大会が

開催出来ますように努力していく所存でありま

す。静岡県のクラブチームは数多くあり、地域で

の試合も活発に行われています。このバドミント

ン熱を県全体として盛り上げていくのがこの連

盟の趣旨であります。皆さまのご意見を伺いなが

ら運営をしていきたいと考えておりますのでご

支援、ご協力をお願いいたします。

富士クラブは静岡県富士市を練習拠点としているレディースのクラブチームです。
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 第３４回東海小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（個人戦）県予選

６年男子シングルス

優 勝 伊井

準優勝 鈴木

第３位 住吉

第４位 小西

５年男子シングルス

優 勝 山田

準優勝 石井

第３位 濱田

第４位 木ノ内

４年男子シングルス

優 勝 勝又

準優勝 花田

第３位 内薗

第４位 阿部

６年女子シングルス

優 勝 御宿

準優勝 日下部

第３位 肥後

第４位 望月

５年女子シングルス

優 勝 五十右

準優勝 富永

第３位 尾﨑

第４位 池田

４年女子シングルス

優 勝 小野

準優勝 河村

第３位 土井

第４位 榊原

６年男子シングルス

優勝  山下瑛翔

準優勝 伊井亜藍

三位  剱持

５年男子シングルス

優勝  山田源

準優勝 石井良磨

三位  伊藤

４年男子シングルス

優勝  勝又陽翔

準優勝鈴木奏哉

三位  平島

３年男子シングルス

優勝  内薗那月

準優勝 阿部蒼空

三位  加藤

1･2 年男子

優勝  花田紘也

準優勝 西山楓袈

三位  鈴木諧史
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シングルス 

伊井 亜藍(広幡バド

鈴木 彪吾(どんぐり

住吉 朝陽(富士中央

小西 佑弥(御殿場

シングルス 

山田 源(どんぐり
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勝又 陽翔(ＳＢＣ
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小野 珠芭(伊東

河村 ひなた(
土井 香里奈(
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山下瑛翔(富士中央
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山田源(どんぐり
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鈴木諧史(どんぐり

第１５回静岡県小学生

３４回東海小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（個人戦）県予選

 

広幡バド) 

どんぐり) 
富士中央) 
御殿場) 
 

どんぐり 

西豊田) 
NSYFuji) 

(富士山) 
 

ＳＢＣ) 

富士山) 
島田六合) 
富士中央) 
 

御殿場) 

(岩松) 
(湖西) 

広幡バド) 
 
(広幡バド) 

富士中央) 
伊東ﾜｰﾙﾄﾞ) 

島田六合ｼﾞｭﾆｱ) 
 

伊東ﾜｰﾙﾄﾞ) 

(どんぐり) 
(富士中央) 

広幡バド) 

 

富士中央) 

広幡バド) 
ｽｸｰﾙ) 

 

どんぐり) 

西豊田) 
広幡バド) 

 
SBC ｽｸｰﾙ) 

広幡バド) 
広幡バド) 

 

島田六合) 

富士中央) 
西豊田ｼﾞｭﾆｱ) 

シングルス 

富士山) 

富士中央) 
どんぐりｼﾞｭﾆｱ) 

第１５回静岡県小学生バドミントン

６年女子
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三位
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優勝

準優

三位
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バドミントン大会

６年女子シングルス

優勝  御宿芽衣

準優勝 黒田遥香

三位  比江島

５年女子シングルス

優勝  五十右帆香

準優勝 小林陽与吏

三位  中野 仁恋

４年女子シングルス

優勝  榊原和華

準優勝 石原理來

三位  堀池 栞奈

３年女子シングルス

優勝  鈴木稟佳

準優勝 池内美月

三位  大石琴菜

･2 年女子シングルス

優勝  森千菜美

準優勝 塩川亜稀羽

三位  菊池 六花
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令和 4 年 8 月

６年男子ダブルス 

 山下 瑛翔･西山

 駒坂 航士･松村

 斉藤 翔真･齋藤

 中澤 遼之介

５年男子ダブルス 

 渡辺 修万･佐野

 小宅 瑛人･増田

 石田 幸也･部坂

 岡村 航希･鈴木

４年男子ダブルス 

 平島 勇弥･八木

 鈴木 奏哉･黒田

 中山 義生･北川

 中川 健･鈴木

６年女子ダブルス 

 黒田 遥香･松浦

 馬飼野 心咲

 比江島 紗英･岡村

 内薗 杏那･佐藤

５年女子ダブルス 

 伴 茉那香･樋口

 中野 仁恋･望月

 小林 陽与吏

 田巻 亜夢･花田

４年女子ダブルス 

 池内 美月･天野

 岩渕 詞音･石原

 杉浦 星那･大石

 石田 梓･伊奈

23 日 沼津市民体育館･誠恵高校体育館

６年男子ダブルス

優勝  山下瑛翔･西山絢兜

優勝 剱持蓮･

三位  駒坂 航士・松村

５年男子ダブルス

優勝  渡辺修万･木ノ内翔葵

優勝 伊藤龍護

三位  石井 良磨・加藤

４年男子ダブルス

優勝  鈴木奏哉･黒田颯真

優勝 平島勇弥

三位  北川 昊瑛・中山

６年女子ダブルス

優勝  黒田遥香･松浦愛珠

優勝 比江島紗英･岡村心花

三位  馬飼野心咲・遠藤莉菜

５年女子ダブルス

優勝  田巻亜夢･花田珠菜

優勝 小林陽与吏

三位  伴 茉那香・樋口

４年女子ダブルス

優勝  池内美月･天野琴美

優勝 杉浦星那･大石琴菜

三位  岩渕 詞音・石原

月 20 日 御殿場市体育館
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佐藤 里桜(島田六合ｼﾞｭﾆｱ

茉那香･樋口 栞(湖西ﾘﾄﾙﾊﾞｰﾄﾞ

仁恋･望月 麻衣 (広幡バドキッズ

陽与吏･鈴木 稟佳(

花田 珠菜(富士山

美月･天野 琴美(広幡バドキッズ

石原 理來(岩松

星那･大石 琴菜 (島田六合ｼﾞｭﾆｱ

伊奈 愛栞(湖西

沼津市民体育館･誠恵高校体育館

ダブルス 

山下瑛翔･西山絢兜(富士中央

･勝又陽翔(ＳＢＣスクール

航士・松村 朔春

ダブルス 

渡辺修万･木ノ内翔葵

伊藤龍護･河原誠(広幡バド

良磨・加藤 葉

ダブルス 

鈴木奏哉･黒田颯真(広幡バド

平島勇弥･八木竜之丞

昊瑛・中山 義生

ダブルス 

黒田遥香･松浦愛珠(広幡バド

比江島紗英･岡村心花

馬飼野心咲・遠藤莉菜

ダブルス 

田巻亜夢･花田珠菜(富士山

小林陽与吏･鈴木稟佳

茉那香・樋口 栞

ダブルス 

池内美月･天野琴美(広幡バド

杉浦星那･大石琴菜 

詞音・石原 理來

（１１）

御殿場市体育館

富士中央) 

御殿場ｼﾞｭﾆｱ) 
伊東ワールド)

(島田六合ｼﾞｭﾆｱ

富士山) 

吉田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＪｒ

吉田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＪｒ

御殿場ｼﾞｭﾆｱ) 

 (広幡バドキッズ

広幡バドキッズ

御殿場ｼﾞｭﾆｱ)
どんぐりｼﾞｭﾆｱ

広幡バドキッズ

 (富士山) 
 (広幡バドキッズ

島田六合ｼﾞｭﾆｱ

湖西ﾘﾄﾙﾊﾞｰﾄﾞ) 

広幡バドキッズ

(どんぐりｼﾞｭﾆｱ

富士山) 

広幡バドキッズ

岩松ｼﾞｭﾆｱ) 
島田六合ｼﾞｭﾆｱ

湖西ﾘﾄﾙﾊﾞｰﾄﾞ) 
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(富士中央) 

ＳＢＣスクール

朔春(御殿場ｼﾞｭﾆｱ

渡辺修万･木ノ内翔葵(富士山) 

広幡バド) 
葉(西豊田ジュニア

(広幡バド) 

･八木竜之丞(広幡バド)
義生(御殿場ｼﾞｭﾆｱ

(広幡バド) 

比江島紗英･岡村心花(広幡バド)
馬飼野心咲・遠藤莉菜(富士山バド

(富士山) 

鈴木稟佳(どんぐりｼﾞｭﾆｱ

栞(湖西ﾘﾄﾙﾊﾞｰﾄﾞ

(広幡バド) 

 (島田六合ｼﾞｭﾆｱ

理來(岩松ジュニア

） 

御殿場市体育館 

 

) 

島田六合ｼﾞｭﾆｱ) 

吉田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＪｒ) 

吉田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＪｒ) 

 

広幡バドキッズ) 

広幡バドキッズ) 

) 

ｼﾞｭﾆｱ) 

広幡バドキッズ) 

広幡バドキッズ) 

島田六合ｼﾞｭﾆｱ) 

 

広幡バドキッズ) 

ｼﾞｭﾆｱ) 

広幡バドキッズ) 

島田六合ｼﾞｭﾆｱ) 

 

沼津市民体育館･誠恵高校体育館 

ＳＢＣスクール) 

御殿場ｼﾞｭﾆｱ) 

西豊田ジュニア) 

 

御殿場ｼﾞｭﾆｱ) 

 

富士山バド) 

ｼﾞｭﾆｱ) 

湖西ﾘﾄﾙﾊﾞｰﾄﾞ) 

島田六合ｼﾞｭﾆｱ) 

岩松ジュニア) 


